
第66回全国国公立大学選手権水泳競技大会            

                                                  

鴨池公園水泳プール  

Page    1

スタートリスト
競技№：  36 男子  400m 自由形 予選

       日本記録 3:43.90

     

       大会記録 3:52.72

水路 加盟 登録№ 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

2019/08/01 20:22:20 SEIKO Swimming Results System

 1組
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 2 学九州   751 渡邊　嵩士          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ          九州大              大1         

 3 学関東   224 北原　裕士          ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼ            防衛大              大3         

 4 学中部   343 花岡　慶弥          ﾊﾅｵｶ ｹｲﾔ            金沢大              大3         

 5 学関西   461 石井　　快          ｲｼｲ ｶｲ              神戸大              大3         

 6 学関東    65 渡邉　　舜          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ           埼玉大              大2         
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 2組
 0 学北部   930 瀬川　智尋          ｾｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            岩手大              大1         

 1 学関西   421 時任　晃成          ﾄｷﾄｳ ｺｳｾｲ           大阪大              大3         

 2 学関東    56 竹内　　昴          ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ           埼玉大              大3         

 3 学北部   873 北　　智輝          ｷﾀ ﾄﾓｷ              東北大              大3         

 4 学関東   183 平野　　嶺          ﾋﾗﾉ ﾚｲ              東京外国語大        大1         

 5 学関西   536 橋本　健吾          ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｺﾞ           滋賀大              大1         

 6 学九州   746 牛島　　陸          ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ            九州大              大2         

 7 学北部   924 阿部　　樹          ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ             宮城教育大          大4         

 8 学中国   707 加瀬　海斗          ｶｾ ｶｲﾄ              山口大              大3         

 9 学関西   563 河波　優輔          ｶﾜﾅﾐ ﾕｳｽｹ           神戸市立高専        大1         

 3組
 0 学関東   187 松尾　勇太          ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ             千葉大              大4         

 1 学関西   448 中川　大輔          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         大阪市立大          大2         

 2 学関東   220 松本　佑介          ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ           防衛大              大2         

 3 学九州   803 白石　雄樹          ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ            鹿児島大            大3         

 4 学九州   832 田切　和也          ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ           鹿屋体育大          大2         

 5 学中国   654 林　　圭亮          ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ            広島大              大4         

 6 学関西   493 和田竜太朗          ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ          京都大              大4         

 7 学関西   577 森島　悠貴          ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｷ            京都府立医大        大2         

 8 学中国   604 長瀧　優人          ﾅｶﾞﾀｷ ﾕｳﾄ           愛媛大              大2         

 9 学関西   399 長島　昂平          ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ          大阪教育大          大3         

 4組
 0 学関西   462 恵田　寧人          ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ             神戸大              大3         

 1 学関東    63 高橋　賢信          ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ           埼玉大              大2         

 2 学関西   488 田中　琉太          ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ            和歌山大            大1         

 3 学中部   266 山田　直樹          ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ            名古屋大            大2         

 4 学関東   150 河原　　啓          ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ            筑波大              大2         

 5 学関西   518 本田　頼衣          ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ             京都教育大          大2         

 6 学中部   280 竹内　裕哉          ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ            岐阜大              大2         

 7 学関西   535 佐々木亜留          ｻｻｷ ｱﾙ              滋賀大              大2         

 8 学北部   868 手塚　健斗          ﾃﾂﾞｶ ﾀｹﾄ            福島大              大1         

 9 学中国   728 古安　歓地          ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ            高知工科大          大1         

 5組
 0 学関東   255 武藤　光輝          ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ             高崎経済大          大4         

 1 学九州   859 大坪　周平          ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ         名桜大              大3         

 2 学関東   237 内藤　悠貴          ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ            東京工業大          大3         

 3 学関東    41 内藤　大智          ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ            横浜国立大          大3         

 4 学九州   831 可徳　圭秀          ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ           鹿屋体育大          大3         

 5 学九州   836 堀内　健裕          ﾎﾘｳﾁ ﾀｹﾋﾛ           鹿屋体育大          大1         

 6 学関東    12 小林　俊尊          ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ          東京学芸大          大1         

 7 学中国   616 竹内　健悟          ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ           島根大              大5         

 8 学関西   431 川野　誠悟          ｶﾜﾉ ｾｲｺﾞ            大阪大              大1         

 9 学中国   623 大國　正登          ｵｵｸﾆ ﾏｻﾄ            島根大              大2         


